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 ここでは第６期みんなでまちづくり推進会議で開催したワークショップでの意

見とアンケート結果をすべて掲載しています。ワークショップの詳細は（提言書Ｐ

６「３．活動報告」。をご覧ください）。 

 

１．高校生と大学生とのワークショップ（H30.11.12）での意見 

 

 

①「境港の好きなところ・嫌いなところは」 

 

好きなところ 嫌いなところ 

・魚おいしい、海鮮丼おいしい 

・総合のサケおいしい 

・新来軒おいしい 

・観光地、ゲゲゲ 

・鬼太郎のおかげで観光客が多い 

・夜間、鬼太郎ロードを歩く 

・ゲゲゲの鬼太郎が有名で好き 

・地元愛 

・港町独特のあっさりした気質が好き 

・住みやすい（災害がないに近い） 

・地域との関わりが持てる 

・みんなが仲が良い 

・人が暖かい、安心する 

・落ち着いていて良い 

・四季がある 

・ハンドボール強い 

・港に活気がある 

・物価が安い 

・大人になったら良いかも 

・遊ぶところがない（米子や松江に行く） 

・ラウンドワン（スポーツができる施設）

がない 

・臭いときがある 

・交通の便が悪い 

・電車・バスの本数が少ない 

・電車を待つ場所がない 

・映画館がない 

・水族館がない 

・アピールポイントが魚と妖怪しかない 

・米子に負ける 

・車が速く、あぶない 

・パチンコ屋が多い（子どもが遊べると

ころは？） 

・服屋がない 

・買い物難民 

・トライアルやディオに昔からの店が潰

されているイメージ 

・田舎 

 

②「あなたは境港に残りたいか（いずれは戻りたいか）」その理由は 

 

残りたい（いずれは戻りたいか） 残りたくない 

・職場が近いから残る 

・地元は落ちちくので残りたい 

・住み慣れているから残りたい 

・家族や親せきがいるから残る。一人で

生きていく自信がない 

・１回外に出てみたい。 

・働ける場所がない 

・暮らすには少し不便 

・都会に出たい 

・境港では夢が叶わない 
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・境港が結局安心する気がする 

・結局、残る気がする（友達とか家族と

か…） 

・知り合いが多くて安心するし、楽しい

から戻りたい 

・都会で出たりしても、この田舎が恋し

くなると思う 

・戻ってきて家庭を築きたい 

・仕事を退職したらのんびり暮らした 

 い 

 

・都会の明るさが好き。戻るのはたまに

で良い 

・違うところで自分の良さや能力に気づ

けるかもしれない 

・県外と地元を比較して良い方に住みた 

 い 

・境港は住むというより観光地 

・フィンランドで農業体験をしてみた

い。世界に一度行ってみたい。 

・まだ「都会に行ってみたい」という気

持ちが強くて「田舎の良さ」を理解で

きてない 

 

③「あなたの将来の夢は・就きたい職業は」 

 

・教職 

・高校教員（母校愛） 

・事務員 

・食品を作る機械のメンテナンスをしたい 

・看護師（人の役に立てるのが目で分かる。直接人と関われる） 

・スポーツトレーナー 

・サカタのタネ 

・人の前に立ちたい（先じゃなく表） 

・イラストレーター 

・水族館の飼育員（自分で育てた魚を見てほしい） 

・島大 

・大学へ行って管理栄養士の資格を取りたい 

・結婚 

・アレルギーの人でも安心して食べられるような食品（品種）を開発する 

・収入が高い職業 

・公安系の公務員 

・航海士・船員（長男がしていて良いと思った） 

・公務員（利潤追求が嫌なので公益のための仕事ができればしたい） 

・今よりたくさんボランティア活動をしたい 

・料理が好きなので、かわいいお嫁さん 

・観光事業 

・お巡りさん 

・料理人 
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・幼稚園の先生（子どもが好き） 

・島根県の人材をつくる仕事 

・営業職（人と関わる仕事） 

・日本の食料をつくる仕事 

・夢を持つことが夢です！ 

 

④「境港（出身地）について地域・学校・家庭で学んだことは」 

 

・水木しげるロード、水木しげるさん 

・鬼太郎の着ぐるみ 

・伯州綿 

・妖怪サンバを踊った 

・小学校家庭科で魚の三枚おろし 

・妖怪ウォークやカニカニマラソンなど地域の人が参加できるイベント 

・ブロンズ像そうじ 

・養殖体験 

・高校二年の選択授業で、体験乗船 

・ねぎを地域の人と作った 

・新巻鮭の販売実習 

・境港のポスター作り 

・（米子）トライアスロンの手伝いに参加 

・（松江）しじみ、古墳、和菓子、田和山、酒、松江城、不昧公 

・（広島）平和学習 

・（静岡）地震の訓練をいっぱいした、緑茶の作り方 

 

⑤「境港に残る人・戻る人・住んでくれる人を増やすためのアイデアは」 

 

・楽しいところがあると良い。目新しいもの 

・１点なにか飛び出たことがあると良い（境港サーモン） 

・スーパーとかの場所をまんべんなく（真ん中にない） 

・若い人が遊べるところがほしい 

・学生が遊べる場所がないので増やす 

・観光する人のためにも電車のことを考えてほしい（キャリーバックや便数） 

・電車が１時間１本は少ない（逃すと死ぬ） 

・４３１の自転車ロードは良い！ 

・地域特有の行事で交流できるのは良い 

・インスタ映え 

・第 1次産業（漁業）を発展させるため、従事者や就職者に補助金を投入する 
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・おいしい海鮮丼を宣伝！ 

・自分の夢につながる職があると良い 

・就業先が増えると◎ 

・水族館をつくる 

・パチンコを減らす 

・TSUTAYAを作る 

・都会にはない田舎ならではの雰囲気を大事にして残す 

・妖怪ジャズフェスティバル・航空祭楽しいので、アピール 

・山陰新幹線 

 

⑥「大学生と話そう」 

 

・学歴社会からの解放 

・とても楽しそう 

・部活はもういい 

・行けるところなくて島大は強い 

・勉強したくない⇒就職 

・飲み会はほどほどに 

・高校より楽 

・自由に生活できるけど、きつそう 

・大学行きたい！サークル楽しそう 

・夢が見つからない 

・塾バイトいいなぁ。頭が足りねぇ…。 
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２．高校生と大学生とのワークショップ（H30.11.12）でのアンケート 

  結果 

 

高校生 18／18人取得（１年生１人、２年生 12人、３年生５人） 

 

１．あなたの希望している卒業後の進路を教えてください。（単位：人） 

 

①大学・短大進学 ９ 

②専門学校進学 ２ 

③市内就職 ２ 

④市外就職 ３ 

⑤未定 ２ 

⑥その他 ０ 

※「未定」と回答したのは２人とも２年生 

 

２．それぞれのテーマについて、改めてあなたの考えを教えてください。 

 

①「境港の好きなところ・嫌いなところは」 

 

好きなところ： 
      

魚おいしい（５）／落ちつきがある（２）／釣りがしやすい／朝の港の活気／地

域のつながりが深い／地域の人と関わりが持てる／イベントが楽しい／知らない

人でも「おかえり」と声をかけてくれる／住んでて安心する／田舎で静かなとこ

ろ／観光地として良い／災害がなく住みやすい／地域の良いところを活かした活

動がたくさんある／優しい人がたくさん／人のいなさ加減 

嫌いなところ： 
      

交通の便が少ない（6）／遊ぶところがない（4）／臭いが苦手（2）／就職先が

ない／人口の減少／ 
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②「あなたは境港に残りたいか（いずれは戻りたいか）その理由は」 

 

残りたい： 
      

住み慣れているから残りたい／職場が近いので残るかな？／地元は落ちつく。災

害の心配もない／親戚の家もあるから残る。一人で生きていく自信がない／最初

は出たいと思っていたけど、今回たくさん境港の魅力が知れて残りたいと思った 

     

いずれ戻りたい： 
      

前は絶対に戻りたくないと思っていたけど、話し合いをして境のいいところにた

くさい気づいて戻ってきてもいいかもと思った／就職で県外に行くけど、いずれ

は帰ってくる／いずれ帰ってきて友達に会いたい／知っている人や友達がたくさ

んいて安心するから戻りたい／老後に帰ってきてのんびりすごしたい／都会に出

たい。出てから自分に合う合わないを見極めたい／戻ってくる気がする／一度、

外に出て、その地域の特色を学んで、いずれは境港に戻って、その地域で学んだ

良いものを境港に生かしていきたい／1回出て戻ってくる！境港大好き～／静か

で落ちつきがあるので戻りたい 

     

残らない・未定： 
      

色んなところに行ってみたいので残らない／未定（人生経験を多く積み、価値観

を広くしてから決めたい） 

       

※問１で、①・②・④を選んだ生徒のうち、「残りたい」２名、「いずれ戻って 

 くる」９名、「残らない・未定」３名、そのほかは未記入 
    

 

③「あなたの将来の夢は・就きたい職業は」 
       

食品機械のメンテナンス／航海士／大学で管理栄養士の資格をとり、料理関係の

仕事に／心から人のために尽くせる人になりたい／パティシエ・製造業／事務員

／今よりも多くのボランティアに参加すること／スポーツトレーナー／水族館の

飼育員／イラストレーター／看護師／教職／島根大学生物資源科学部の農林生産

学科の園芸植物科学コースに入学し、その後、従来の食べ物を食品アレルギーの

人でも食べられる食品に改善していきたい／幼稚園の先生／決まってないけど収

入が安定している職業／看護師（ナイチンゲールになる～）／出版系（本に関わ

る仕事） 
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④「境港（出身地）について地域・学校・家庭で学んだことは」 
       

カニの種類・食べ方／境港は魚がいっぱい！もっと魚をいかすべく何かしたほう

が良い／地域特有の行事などを歴史で学べた／地域との関わりの大切さ／妖怪サ

ンバ／あじの三枚おろし／水木しげる／魚のまち・鬼太郎のまち・人がやさし

い！／地域探検／観光について／水木しげるロード・鬼太郎・お魚以外になどん

な特色があるかを学んだ／ブロンズ像掃除（地元を大切にしようとする気持ち）

／境港に住んでいる人も鬼太郎ロードに行く人は意外といない／地域の人の大切

さや視点を変えてものを見ること 

 

     

       

⑤「境港に残る人・戻る人・住んでくれる人を増やすためのアイデアは」 
    

       

交通の便を増やす（４）／遊び場を増やす（３）／楽しいよーってところをたく

さんアピールする／住んでいる人が喜ぶ長所・魅力を作る／就職先を増やす／新

幹線を通してほしい！／静かで住みやすい田舎を PRする／田舎ならではの都会

にない良さを残す／今ある境港の良いところ（お魚・妖怪）をもっとよく知って

もらえるイベントを積極的に行う。／釣りなどをする機会を増やしてくれる人を

増やす／境港の良いところをアピールしまくる！暮らしやすいまちづくり／医

療・保育を充実させる／観光地を増やす／スーパーを真ん中に作ってほしい／レ

ジャー施設などがほしい／イベントを作る、イオンを作る／若い人が楽しめるイ

ベントをする 

 

     

       

⑥「大学生と話そう」 
      

       

大学の話やサークルの話をして楽しかった／高校生よりできることもやらないと

いけないことも多い／サークルが楽しそう／大学楽しそう！サークルしてみたい

～／大学生の人から話題提供をしてくれたので話しやすかった／大学の話面白か

った／大学生の人がいろいろ質問してくれて話しやすかった／境港に関係しない

ことも話せて楽しかった／話してみてすごく楽しみになった／ワイワイできた／

大学に行きたい気持ちが深まった 

 

     

      
 

３．参加していかがでしたか？ 
      

       

①満足 １５ 
     

②まあ満足 ３ 
     

③どちらともいえない ０ 
     

④やや不満 ０ 
     

⑤不満 ０ 
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感想やご意見： 
      

・色んな人と話ができて良かった。あと、地元愛があふれていると思います。 

・他の人の意見を聞けて、自分の思いも言えた。 

・色々な方々の意見を聞けて、とても良い経験になりました。楽しかったです！ 

・僕は米子に住んでいるので、境のことを詳しく分からなかったけど、境港に住 

んでみたいと思っている面もあるので、今日色んな人の意見や考えを聞けて、 

米子にはない境港の魅力があるなと思いました。最後の「大学生と話そう」で 

は大学の楽しさとか面白さが聞けて行ってみたいなぁと思いました。 

・大人の方と交流でき、貴重な体験となった。視点を変えてみるという重要性に 

気づけた。 

・もっとたくさんのことを話したいと思った。中々、こういう機会がないのでと 

ても良い経験になった。 

・みんな同じような意見だったが、面白かった。大学生の人の話を聞いて大学は 

大変そうだなと思った。 

・色んな人のたくさんの様々な意見を聞けて良かったです。参加できて良かった 

です！ 

・緊張していたけど、意外と話しやすく、今後も様々な層を対象にこのような会 

を開いたら良いと思った。 

・話しやすい雰囲気で話せたので楽しかったです。 

・リラックスして本音を言えて、すごい楽しかった。色んな人の意見が聞ける場 

ってすばらしい。良い環境をありがとうございました。 

・ヒゲとメガネの人が最強だった。 

・もっと積極的に発言していきます。 

・大学生の方がすごく優しく迎えてくれた。話していてたくさん共感してくれた 

り、話を広げてくれるから、本当に楽しかった。来てよかった！ 

・何より、楽しく話せたことが良かった。どんな意見でも言いやすい雰囲気で、 

大学生や委員の方々が話しかけてくださって良かった。 

・楽しくてあっというまでした。またしたいし、もっと仲良くなりたい。素敵な 

時間をありがとうございました！！私達に出来ることがあればしたいなぁ。 

・色々な年齢層の方とお話できて楽しかったです。学校では教わらないことを学 

べました。 
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４．また同じようなイベントがあれば参加したいと思いますか？ 
       

①思う １１ 
     

②まあ思う ７ 
     

③どちらともいえない ０ 
     

④あまり思わない ０ 
     

⑤思わない ０      
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３．模擬審査会―「こんなんイケン？」（R1.11.11）での意見 

 

①「楽しくない」 

 

大学生プレゼン要旨 

・昨年のワークショップでは「遊ぶところがないので楽しくない」という意見があ

った。 

・しかし「遊ぶところがない」というのは逆にチャンスである。 

・新しい楽しみを発見するのも「楽しみ」。 

・そこで「隠れスポットを探す」「歴史を調べてみる」を提案。 

・まちを散歩して「隠れスポット」を探し、グルメや神社を巡る。 

・境港のグルメは市外から海鮮丼を食べにくる人がいるほど。神社は御朱印巡りが

ブームになっている。 

・歴史を知るということは、境港の新たな魅力を知ることにもなる。 

 

委員プレゼン要旨 

・三方が海に囲まれていて、近くには大山もあり、海・山という自然がある。境港

では、ヨットができるし、皆生に海水浴場もあるし、大山でスキーもできる。 

・水族館はないが、海とくらしの史料館というほかにはない、はく製の博物館があ

る。 

・カニは有名で、東京からツアー客が来るほど。多くの観光客が境港市に来ている。 

 

（高校生採点） 

平均点数 ３.２点／５点満点 

 

高校生意見 

・散歩はたのしい。 

・自分で見つけるという考えが良かった。私は、境港は全部そろってないからこそ

の魅力を感じます。 

・スポットがない。正直、この意見だと小・中学生ならワンチャンだけど、人によ

ってはあんまりだと思う。 

・自然を見て歩いたり、自転車でサイクリングしながら回るのが好きなので、とて

も良いと思った。 

・海鮮丼おいしそうだと思った。 

・自分たちとは違う観点で境港市のことを見ていて、良いと思いました。違う場所

から来る人の考えを取り上げていていいと思いました。高校生が言ったように、

もう少し、中高生の立場になってみて考えてほしいと思いました。 

・中高生が「遊び」として楽しめる場がない。グルメのことは良いと思ったけど、
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高校生には値段が…。JRの待ち時間に暇つぶしできる場所がない。 

・自分的にはやっぱり遊ぶ場所を増やしてほしい。子どものころは遊ぶ場所には困

らないけど、幅広い年齢に合わせた場所を作る。 

・神社巡りなどが楽しいと思う高校生はほとんどいないと思うけど、カフェ巡りな

どは良いと思った。 

・自分たちから自ら歩いて探すという観点を踏まえた意見は良いと思った。情報発

信はどうするか？ 

・高校生とは違う考え方で良かった。 

・海鮮丼食べたいと思った！地理的にも便利だと思った。 

・知らないことを調べてみるのは面白いと思った。今も有名なものに加えて自分で

見つけた新しい楽しみもあれば十分だと思った。 

・10 代、20 代で神社や海鮮丼や魚を食べに行こうとはならないが、人口が少ない

分、自転車で事故することが少ない。 

・目標が大人向け。 

 

②「暮らしづらい」 

 

大学生プレゼン要旨 

・昨年のワークショップでは「電車やバスの本数が少ない」という交通の不便さに

より、暮らしづらいという意見が多かった。 

・具体案として、提示したいのが、まずは「運送用ドローン」。 

・無人機を使うことで、輸送にかかる人手や手間を減らすことができる。有名なの

が、amazonが開発している配達ドローン。身近なところでは、島根県美里町で、

まち全体でドローンを使って物資を輸送する計画があるとのこと。 

・もう一つの提案が「シェアリング」。 

・身近な例では、図書館で本を借りて、用事が済んだら返すこと。 

・実際、自動車や自転車などある程度サービスが普及している。海外では、電動キ

ックボードという学生でも簡単に乗れる乗り物が普及していて、自転車よりも楽

に安く導入できるものもある。 

・境港ではこういう技術が有効だと思うので、みなさんでも調べてほしい。 

 

委員プレゼン要旨 

・市内東西南北１５分で行けるコンパクトシティ。小さい町だが、空港あり、税関

ありと主要な機関があり、港があり、船が海外にも出ている。 

・災害に強いところも利点。 

・交通の便では、確かに、JRは１時間に１本。ただ、はまループバスの 10代の利

用は無料などサービスを充実させれば、多少便利は良くなる。 

 



12 

（高校生採点） 

平均点数 ３.９点／５点満点 

 

高校生意見 

・電車を待つのはまだ大丈夫。 

・シェアリングは良いけど、設置次第でまた変わるし、使用者的には交通便増加の

方が良い。 

・流通の利用をしやすくすることはとても良いことだと思った。 

・具体案が出ていて良かった。 

・シェアリングはとても良い案だと思った。 

・境港市内だけでなく、米子市など少し離れた場所に気軽に行くことができる方法

があると良いと思いました。 

・自転車は持っている人が多いから（特に高校生）、シェアリングでなくても良いの

では？もう少し遠くに車を持っていなくても、簡単に行ける手段がほしい。「市全

体が狭い」とはいえ、細い道が多くて危ない。 

・自分はあまり電車とかバスとかを使わないので、暮らしづらいとは思わない。 

・実際に、運用されている具体例などを出してくださっていたので考えやすかった。

ドローンは防犯面でどうかと思ったけど、自転車のシェアリングは良いと思っ

た。 

・遊びに行くとき、電車の時間に合わせる⇒暮らしづらい。 

シェアリングが増える⇒住み良い。 

・シェアリングの乗り物がとても良いと思った。 

・シェアリングがあったら便利。災害に強いのは確かに大事だと思った。 

・シェアリングの案は本当に良い案と思った。使用上の注意や数を充実させたりし

たら良いサービスになると思った。すごく良いと思った。 

・現実的には何をしたら良いのかを考えている点がとても良いと思った。 

 

③「誇れない」 

 

大学生プレゼン要旨 

・境港には「魚」と「妖怪」しかないという意見があったが、自分からすると新鮮

な魚と鬼太郎はとても誇れる魅力。「２つしかない」のではなくて、「２つもある」

と考えを転換してはどうか。 

・また、境港ばかりを見るのではなく、他の自治体と比べてみると新しい魅力に気

づくことができるのではないか。他人がどう思うかではなく、自分にとっての誇

りが見つけられたら良い。 

・境港の魅力に気づくことが大事。地元のイベントに参加したり、観光地を見て回

ることを提案したい。 
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・地元にいるからイベントや観光地には行かないかもしれないが、みなと祭には約

45,000人の人が来ているし、観光地には何かを求めてくる人たちがいる。その何

かが分かれば、魅力の再発見につながる。 

・ここでの生活を当たり前と思ってしまっていると思うが、新鮮な気持ちを持てれ

ば、新しい魅力が見つかるはず。なので、イベントや観光地に行くという簡単な

ことから始めてほしい。 

 

委員プレゼン要旨 

・「誇れるまち」ってどういうまちなんだろう。どこのまちだったら誇れる？ 

・東京にも大阪にも親戚がいる。境港はすごく羨ましがられるまち。 

・空港も漁港もターミナルもあり、新しいターミナルも来年できる。2,500mの滑走

路がある空港はこの中国地方にはここだけ。海外に飛び立てる空港が境港にはあ

る。 

・「魚」と「妖怪」しかない。「魚」と「妖怪」があるじゃないか。何もなかったと

ころにさっき言ったようなことが充実してきた。それらをどう生かすか、それを

若い皆さんからアイデアをいただきたい。 

・整備が充実して、海外からの観光客はまだまだ増える。船で来た方は半日しか時

間がない。そこで興味を持ってもらうまちにしていく。そして、今度は、空港を

利用して１日とか１週間とか過ごしてもらえるまちにしていく。そこを皆さんと

一緒に考えたいし、これからのまちを作るのは、皆さんの手にかかっていると思

う。よろしくお願いします。 

 

（高校生採点） 

平均点数 ３.９点／５点満点 

 

高校生意見 

・地元イベントは良い。 

・イベントに関しては、それ以上のものが多い。住んでいると分かりづらい。 

・地元のイベントにも参加してみたいと思った。 

・「２つしかない」⇒「２つもある」というのは良いと思った。 

・私自身も魅力が２つもあると考えるので、改めて境港を見るきっかけとなりまし

た。 

・否定的ではなく、前向きに魅力について発表していて良いと思いました。 

・主観的ではなく、客観的に見るという部分は良いと思いました。 

・内側から見ているから気づけないものがあると分かった。イベントを高校生もも

っと楽しめるように、行きたいと思えるようにすると良いと思った。 

・自分は境港が大好きで誇れています。誇れるものを作るんじゃなくて、誇れてい

るものをいろいろな人に伝えていった方が良いと思う。 
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・当たり前じゃなく、新鮮な気持ちで考えてみるということに共感しました。 

・素晴らしい、とても共感できた。 

・考え方を変えれば、誇れると思った。境港での暮らしを当たり前と思わずに新鮮

な気持ちで暮らそうと思った。 

・思考を変えれば誇らしいと思える。すばらしいと思った。本当に。 

・２つしかないを２つもあるに変えるのは良いと思った。確かに、観光地をあまり

詳しく見て回ったことはなかったので、良いと思った。すごく共感できた。 

 

④「働けない」 

 

大学生プレゼン要旨 

・「働く場所がない」という意見が多いが、境港で働いている人は 16,000人くらい

いる。働く場所がないわけではない。 

・また、テレワーク・在宅ワークができるので、境港にいて都会の仕事をすること

もできる。 

・どんな企業がいるかを探してみることも楽しい（境港の企業を２社紹介）。これら

を調べるのはネットで簡単にできるし、境港に住んでいれば、実際にまちを歩い

てみることもできる。散歩とかに興味がないとのことだったが、鳥取の企業ガイ

ドという本もある。家にいても本やネットで情報収集ができるので、おすすめし

たい。 

 

委員プレゼン要旨 

・境港には空き地がたくさんあるので、空き地を活用して起業するという方法もあ

る。 

・農地も多くあり、２０代で白ねぎ農家を始める人も最近は多くいる。地元の特産

で家族を養い、境港を白ねぎで有名にしたいという志を持った人も中にはいる。 

・境港の海や自然を生かした分野というのは、今後、AIが普及しても、取って代わ

られない分野。そういう将来性も考えてみても良いかもしれない。 

・自分の夢や希望が叶えられないということであれば、都会に出ても構わない。自

分も最初は都会に出たが、家の都合もあり、戻ってきた。境港について全然知ら

なかったが、親や会社の関係や JC、PTA、消防団などを通して、まちのことを知

った。困ったとき相談できる人ができたし、仕事に繋がる関係もできた。そうい

った関係は地元ならではかと思う。 

・また、親と同居したり、近くに住むことで、子育て世代のときには、親に子ども

の面倒を見てもらったり、将来、介護が必要になった際には見てあげることもで

きる。幸せの連鎖ができていく。 

・先ほど、２社紹介があったが、他にも市役所や美保基地など、まちのためにがん

ばっているところがあり、やりがいがある。 
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・コンパクトシティなので、通勤は自転車や徒歩も可能だし、お昼には自分の家に

帰って食事を取ることもできる。時間的余裕もあり、趣味に力を入れることもで

きる。 

・境港でも、中には年収１千万稼ぐ人もいる。家族を豊かに、まちを豊かにする人

が一人でも増えれば良いと思うので、一緒に頑張っていきましょう。 

 

（高校生採点） 

平均点数 ３.８点／５点満点 

 

高校生意見 

・年収１千万円、すごい。 

・本当に良い意見で、特に気になる点もなかった。 

・情報が多い社会なので難しいと思った。 

・自分も店を開きたいと思っているため、境港で自分の店を開いてみたいと思った。 

・そもそも働けないと思ったことがない。 

・数が少ないため、やりたいことへの視野が広がらないと思いました。 

 注…プレゼンでの会社紹介の数と思われる。 

・空き地を利用することは良いことだと思いました。境港だけに縛られず、様々な

人と関わったり、様々な仕事についてもっと知ることは大切だと思いました。 

・「働く場所がない」というより、「働きたい場所がない」だと思う。 

・働くための子育てしやすい制度を整える。 

・境に 16,000 人も働いている人がいることは今日初めて知ったし、家の中で仕事

をするなどといった例もあって共感できた。 

・働く場はあると思う。「働きたい」場がない⇒会社を作れば良い。 

・境港の仕事だけじゃなく、まだ知らない仕事は絶対にあるので、調べてみたいと

思った。 

・調べてみるのも楽しいと思った。起業なんて考えたこともなかった。調べてみた

い。 

・調べてみるのはその通りだと思った。起業することも含めれば、たくさん就職す

るところはあると思った。 

・16,000人という数字だけ見ると、少なくはないが、働く人が多い≠働く場所が多

い。“働きたい場所”が少ないのでは？ 
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４．模擬審査会―「こんなんイケン？」（R1.11.11）でのアンケート 

  結果 

 

〇事前 18／21人回収（２年生 13人、３年生５人） 
  

〇事後 19／21人回収（２年生 13人、３年生６人） 
  

      

１．あなたの希望している卒業後の進路を教えてください。 
  

      

〇事前 
  〇事後 

  

①大学・短大進学 １１ 
 ①大学・短大進学 １１ 

②専門学校進学 １ 
 ②専門学校進学 ２ 

③市内就職 １ 
 ③市内就職 ２ 

④市外就職 ４ 
 ④市外就職 ３ 

⑤未定 １ 
 ⑤未定 １ 

⑥その他 ０ 
 ⑥その他 ０ 

※「未定」と回答したのは２年生 
    

 

２．あなたは、境港市は「楽しい」まちだと思いますか？ 

  

      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う ４ 
 ①思う ８ 

②まあ思う ９ 
 ②まあ思う ８ 

③どちらでもない ３ 
 ③どちらでもない １ 

④あまり思わない ２ 
 ④あまり思わない ２ 

⑤思わない ０ 
 ⑤思わない ０ 

      

３．あなたは、境港市は「暮らしやすい」まちだと思いますか？ 
  

      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う ９ 
 ①思う ６ 

②まあ思う ７ 
 ②まあ思う １０ 

③どちらでもない ２ 
 ③どちらでもない ３ 

④あまり思わない ０ 
 ④あまり思わない ０ 

⑤思わない ０ 
 ⑤思わない ０ 
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４．あなたは、境港市は「誇れる」まちだと思いますか？ 
      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う ８ 
 ①思う ９ 

②まあ思う ８ 
 ②まあ思う ８ 

③どちらでもない １ 
 ③どちらでもない １ 

④あまり思わない １ 
 ④あまり思わない １ 

⑤思わない ０ 
 ⑤思わない ０ 

      

５．あなたは、境港市は「働ける」まちだと思いますか？ 
  

      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う １ 
 ①思う ７ 

②まあ思う ３ 
 ②まあ思う ６ 

③どちらでもない ９ 
 ③どちらでもない ５ 

④あまり思わない ４ 
 ④あまり思わない １ 

⑤思わない １ 
 ⑤思わない ０ 

 

６．あなたは、境港市に住み続けたいと思いますか？ 

  

      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う ２ 
 ①思う ７ 

②まあ思う ８ 
 ②まあ思う ６ 

③どちらでもない ５ 
 ③どちらでもない ４ 

④あまり思わない ３ 
 ④あまり思わない １ 

⑤思わない ０ 
 ⑤思わない １ 

      

７．仮に就職や進学などで境港市を出るとした場合、いつの日か、境港市に 

戻ってきたいと思いますか？ 
      

〇事前 
  〇事後 

  

①思う ９ 
 ①思う ７ 

②まあ思う ５ 
 ②まあ思う ８ 

③どちらでもない ２ 
 ③どちらでもない ２ 

④あまり思わない ２ 
 ④あまり思わない ２ 

⑤思わない ０ 
 ⑤思わない ０ 
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８．今日の会を通して、あなたが境港市に 

対して抱く全体的なイメージに何か 

９．今日の感想を教えてくだ

さい。 

 

  変化はありましたか？ 
   

      

〇事後 
  〇事後 

  

①良くなった １０ 
 ①満足 １４ 

 

②少し良くなった ７ 
 ②まあ満足 ４ 

③変化はない ２ 
 ③どちらでもない １ 

④少し悪くなった ０ 
 ④やや不満 ０ 

⑤悪くなった ０ 
 ⑤不満 ０ 

 

９．今日の感想を教えてください。 

 

・また来たい。／来て良かった。 

・今日の会を通して、境港市の良いところと悪いところをいくつか知ることができ

たので良かったです。 

・大学生とかは、県外の人が意見をよく出していて、自分はずっと地元にいたので、 

 すごく新しい問題が出ていて良かったです。 

・高校生同士だと、同じような意見しか出てこないけど、大学生や大人の方々の意

見も聞けて楽しかったです。年齢によって、意見が違って、自分の考えを改める

ことができました。色々な角度から境港を見ることが大切だと思いました。 

・これからの生活や大学後のことなど改めて考えなおすことができました。 

・自分が暮らしたいと思う町とはちょっと違うかなと思いました。 

・今までの考えや体験で、この境港について考えていたけど、今日の話を聞いて、

まず自分が関わっていくことで、より考えも広がっていくと思った。納得できる

意見がたくさんあって勉強になりました。 

・自分の意見だけでなく、他者（他県・他世代）の意見を聞くことで考え直す良い

機会となりました。 

・色々な年代の人の意見が聞けて、意見や知識を身につけることができた。 

・普段、境港のことを話し合う機会はあまりないから、今回、話し合う機会に参加

させていただいて良かったです。 

・高校生だけではなく、大学生や大人の人の意見を聞けたりして良かった。 

・行政や他の人が作った地元・町を本当に誇れるのか、という点を聞いて、積極的

にまちづくりに関わっていくべきだと思いました。 

・自分が思いこんでいた境港とは少し違う境港に気づけて良かった。 

・見方を変えることが重要だと思った。 

・今回の意見を聞いて、改めて地元の良さを見直す良いきっかけになりました。 

・郷土愛がとても重要だと思う良い機会になりました。 
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５ 移住者とのワークショップ「Youは何しに境港へ？」（R1.12.7） 

  での意見 

 

①「私は何しに境港へ？」 

 

（個人の来歴） 

・Iターンで 2年前大阪から境港に。ペットを連れてきたときに一緒に行けるとこ

ろがなかったので、自分でドッグカフェを作った。 

・横浜から Iターン。原料からこだわって、自分で服を作りたいと思い、地域おこ

し協力隊に。伯州綿をもっと広げていきたい。 

・群馬から転勤により東京や山口、沖縄などを転々とし、境港へ。 

・名古屋に出ていたが、親の他界により Uターン。設計関係の自営業なので、どこ

でもできるが、物価・電気代・水道料金などこちらの方が高い。固定資産税は安

い。 

・愛媛から結婚を機に境港へ。会社を定年退職したら愛媛に帰る予定。境港は公園

など子どもが遊べるところが少ない。 

・妻が境港という縁で、仕事も決まって大阪から Iターン。 

・アメリカに留学していたが、ビザが切れることをきっかけにとりあえず境港に戻

った。 

・子育てと家庭の事情から、U ターン。理系職だったが、仕事があまりなく、文系

職へ転職した。 

（その他の意見） 

・境港は Google マップで見てみると何もないが、住んでみると良い。都会みたい

に着飾らず、時間がゆったりしている（店が閉まるのも早いが）。夜は暗いが星が

見える。 

・境港に戻ってきて、まちが眠っていると感じた。このままでは未来はなく、子ど

もを増やしていかないといけない。観光だけでやれるのなら美保関はとっくに都

会。 

・産業の発展と雇用を結び付けるべき。観光が充実すると仕事も増えることはある。 

・泊まるところと交通を充実しないと観光には来にくい。 

・境港を訪れた人の数が怪しい。そんなに来ていない気がする。ただ通過するだけ

でお金を落としてくれていない。 

・空港に地元の人が集まって活気があれば良いと思う。 

・単なる詰込みではない教育の充実。 

・イベントをしっかり！色んな人が来られるようにアプローチをかけていくべき。

鬼太郎だけでは弱い。 

・技術取得や経験のために出ることは別に良いが、地元のためにそれを使いたいと

思える場所を作らないと。 
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・サイクリング・サーフィンなどの趣味があれば定住に繋がる。 

・何か「縁」があれば移住しやすい。それをきっかけに自分の性格に合う土地・場

所を考える。境港は土地も安くて家も建てやすい。家から仕事場への通勤がしや

すい（自転車）。 

・結果的に兄弟が全員住んでおり、生活がしやすい。 

・都会より収入が低くても精神的に境港に住む方が良い。 

・行政の顔が見える（近い存在）。 

・一人ひとりの発信力が高い（新聞に知り合いが）。 

・人が温かい。ものをたくさんくれる。よそ者にも優しい。来るもの拒まず。地元

のコミュニティに入りやすい。ボランティアにも参加しやすい。 

・時間がのんびり過ぎていくのがよい。 

・子育てするため単身赴任ではなく、一緒に住むことに。 

・人のつながりがあるから、そこが魅力だった。 

・言われたことだけをやる育て方ではなく、本当の意味で頭の良い子を育てられる

環境があればもっと増える。 

・仕事が決まってからでないと移住はできない。職種が変わったことが大変だった。

やりたいことができる仕事があればもっと戻ってくる人が増える。 

・会社に入ってから個人のウェイトが大きい。仕事の幅が広がる。 

・農業と漁業しか仕事がないイメージ。 

・NPOなどの団体がなく、移住・定住が促進されていない。活動団体が少ない。 

・呼び込む力が弱い。積極的ではない。アプローチの仕方を市民も一緒に考える必

要あり。 

 

②「境港の良いところ・悪いところ」 

 

良いところ 悪いところ 

・空気や水 

・土地や固定資産税、住宅、墓が安い 

・田園風景 

・外国人差別がない 

・空港へのアクセス 

・土地が平坦 

・災害が少ない 

・釣り・スキー・登山がしやすい 

・通勤が楽 

・車が少ない 

・競合他社が少ないので、事業が起こし

やすい（ただ大儲けできない） 

・活気がない 

・決して物価は安くない 

・JR境線は便利でない（バスと接続して

いない） 

・子どもが少ない 

・働く場が少ない（大卒は公務員） 

・無保険車（自賠責のみ）が多い 

・危険なブロック塀が多い 

・拠点病院が一つしかない 

・県議は地元のために働いている？ 

・ANA東京便が高額 

・お酒を飲んで帰るのに不便（はまるー
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・イベント（基地祭、カニ感謝祭等） 

・自衛隊と海保がある（定期的に若い人

が入ってくる） 

・地域の繋がりが作りやすい 

・人がやさしい。近所の人とか（ネギく

れたり） 

・暮らしやすい（田舎すぎず、都会すぎ

ない） 

・自然が良い 

・食べ物がおいしい。魚、カニ（安くて

おいしい） 

・海が良い 

・ネギが有名。太くておいしい 

・米子・松江・東京へも近い 

・補助が良かった（市から）→店舗の開

店に際して 

・高齢の方にやさしい 

・地域の結びつきが強い 

・物価の割に家賃安い、住みやすい 

・道が広い、標識が分かりやすい、交通

マナーが良い 

ぷバス１９時頃で終わり？） 

・自衛隊・交通など素材があるのに生か

せていない 

・児童館がない（土日も空いている子ど

も・親の交流の場） 

・公園がない、遊具がない 

・アピールできることが少ない 

・文化が育ちにくいかも 

・初物に興味を示さない市民性（他県を

知らないからかも。馴染みのところし

かいかない？） 

・学生には厳しい 

・お店が少ない 

・道路に車が少ない。暗い 

・宿泊する場がない。妖怪ホテルを作ろ

う！ 

・境港に来た人がお金を落とさない。 

・土地が整備されていない（小道が狭い、

通りにくい） 

・空き家 

・新規店には厳しい（様子見する人が多

い） 

→地域の人を囲い込む何かが必要（優待

券とか） 

・タクシーがない（夜飲んだ後に帰れな

い！自動運転に期待） 

・家賃が高い 

・デリバリーが少ない 

・歩かない（健康に悪い） 

 

③「境港市をより良いまちにするには（U・Iターンを進めるには？」 

 

・イベントの充実（マグロ早食い、カニの早むき、食べ放題） 

・祭の PR（カレンダーなど）。地元密着だけでなく、移住者が参加しやすいように。 

・宿が少ないので増やす。 

・道の駅が必要 

・鬼太郎以外の魅力 

・飛行機などのアクセス（一部路線追加） 
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・役所などへのアクセス→行政サービス（住民票などをコンビニで） 

・仕事の選択肢（事務系） 

・交通インフラ 

・最低限の娯楽（映画館、ボーリング場） 

・空き家利用（U・Iターン向けに貸し出し。学生割引） 

・セカンドステージ向けのまちづくりも面白い 

・境港のゆるキャラ 

・Iターン向けに対して知名度アップ 

・家賃が高い（愛媛の都市より） 

・ご当地グルメ 

・ジム（子ども向けも） 

・専門学校・大学・短大 

・遊具のある公園 

・土地を提供 

・IT企業誘致。働き口を増やす 

・自然環境の良さを生かすビジネス。林間学校的合宿（他の地域を知る。比較する） 

・老人向けビジネス老人ホーム 

・新しい働き方、ダブルワーク 

・生活基盤の保証（家・働く場所への支援がバラバラ） 

・境港以外の地域を見られるしくみ 

・自衛隊を対象とした店がない。基地の周辺が寂しい 

・夜明るいまち（民泊） 

・定年後に住む家・畑 

・U・Iターンしやすいように新卒以外の仕事→後継ぎ問題もあるのでうまくコーデ

ィネートできると良い。 

・港をもっと楽しく！（横浜みたいに） 

・車がなくても便利にしてほしい 

・安全に子どもが遊べる工夫 

・再開発！新しくできる交流センターに合わせて何かできないか。せっかく新しく

なるのでおしゃれなものとか行ってみたくなる工夫。他の都市の人がうらやむよ

うな。 
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６ 移住者とのワークショップ「Youは何しに境港へ？」（R1.12.7） 

  でのアンケート結果 

 

〇移住者 ９人（男性７人・女性２人、30代４人、40代４人、50代１人） 

 

１．境港市に移住する前は、境港市にどのような印象を持っていましたか。 
  

      

①良い ３ 
    

②まあ良い １ 
    

③どちらともいえない ４ 
    

④少し悪い ０ 
    

⑤悪い １ 
    

      

２．境港市に移住した後に、境港市にどのような印象を持ちましたか。 
  

      

①良い ３ 
    

②まあ良い ４ 
    

③どちらともいえない ２ 
    

④少し悪い ０ 
    

⑤悪い ０ 
    

      

３．移住する前と後の印象それぞれ、あるいは、その変化について具体的に教えて

ください。 

 

・自然豊かで空気がおいしい町だと思っていた。 

→確かにそうであるが、お店も少なく、買い物は米子や松江になりがち。境港にお金

を落とす仕組みが弱い。 

・時間がのんびりしている田舎町だと思ってましたが、漁業やロードなど、活気にあ

ふれる場面も多く、のんびりできないなと思いました。 

・印象の違いは特にありません。／・特になし。 

・何もない場所、地元に似ている、子供の教育がしっかりしている、飲食店が少ない、

老人にやさしい（住みやすい町）、働き口が少ない、土地・家賃が安い。 

・移住する前は名前くらいしか分からなかった。境港市民は優しい人が多い‼ 

・人のつながりをつくりやすい所だった。自衛隊をうけいれてくれている町で安心し

て住める。 

・20 才まで生活していたので大きな変化は感じていないが、学生時代と違って家庭

があり、仕事場の数・種類（職種）が少ないのは困った。実際は子育てをする中で、
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人との距離感がちょうどよく良い選択であったと思っている。 

・移住する前グーグルマップ見て何も無いので仕方なく来ましたが、数年経つと海あ

り山ありでのんびり住むのは良いと思いました。 

 

４．境港市へ U・Iターンする人を増やすにはどのようなことが必要だと考えますか。 

 

・交通インフラの整備と道の駅を設置すること。 

・“ここにしかないもの”をこだわって創造すること。 

・マグロ大食い・カニ大食い選手権等県外者を呼べる大きなイベントを開催して欲し

い。 

・フィルムコミッションを作り、映画やドラマの舞台として選ばれ、観光地化して欲

しい。 

・移住を決めるには何かしらの縁が必要で、家・仕事・友人などが確保できると思っ

てもらえるような PRが必要だと思います。 

・移住者への経済支援や空き家の活用、公共交通の改善が必要かと思います。 

・境港市に住む目的（メリット）を持たせる必要があると思います。 

・鬼太郎・魚・山・海など情報を常に発信し続けることだと思います。 

・働き口をふやす（工場等の誘致）／・商業を増やす／・企業誘致と産業振興 

・U・Iターン者がもっとアピールする。 

・住む所を U・Iターン者向けに安く提供してほしい。 

・自衛隊相手の観光産業‼ 独身隊員は外でお金を使いたい‼ 

・とりあえず今ある資源の活用から。 

・まず第一に仕事が大事だと思う。大学を出た人はある程度の年収ややりたい仕事の

職種があるが少ない。または、情報発信をさらに増やす必要がある。さらに境港で

はなければならない看板となるものがいる。例えば教育の充実（つめこみではな

い）など。 

・就職先を増やす。 

 

５．今日の会に参加していかがでしたか？ 

 

①満足 ７ 

②まあ満足 ２ 

③どちらともいえない ０ 

④やや満足 ０ 

⑤不満 ０ 
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感想やご意見 

・みんな境港を盛り上げたいという思いがよく伝わったこと。 

・美保基地が若い隊員に人気がないことには驚きました。 

・移住者同士の横のつながりができたことが大きな収穫でした。移住者の方の生の話

が聞ける 場があまりなかったので非常に良い経験でした。 

・Iターンの方や境港在住の方達と意見交換が出来、自分にとってとてもプラスにな

った。今後に活かしていきたいと思います。 

・話をきいてもらえて楽しかったです。 

・多くの方との意見交換ができて自らの考えを見つめ直すよい機会となりました。 

・いろいろ話が出来て楽しかったです。娘 2人は都会へ出て行きました。就職先を作

って下さい。 

 


